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．当院の特色

※抽出データ・・・「平成

         

 「いつでも誰でも安心してかかれる中央病院
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 小児科・産婦人科の再開に向けて、常勤医師の獲得及び小児医療や周産期医療などさまざまな治療に対応可能

な体制整備が、今後の課題である。

①各診療科、早期にリハビリを開始し、早期退院（入院期間の短縮）を目指している。

開始ができない要因を分析して、早期リハビリ開始率の向上に努めることが課題である。

②頭蓋内腫瘍摘出術は、中国地方内において上位の実施件数であり、年々増加している。
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